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№
問11 子育てする上で周囲からどんなｻﾎﾟｰﾄがあれ

ばよいか
自由意見

1 -

予防接種の料金（ロタやインフル）、中富良野や上富良野、●●みた
いに負担してほしい。
子どもが遊べる所が少ない。
産料、小児科を充実して欲しい。
学校、幼稚園周辺に駐車場が少なすぎる。

2
・サポートはめんどう。（母）
・保健センターからの定期的な訪問（父）

授乳できる場所を増やしてほしい。
保健センターでの子どもに対して保健士が少ない。
保健センターですぐに相談できる体制をつくってほしい。
子育てより老人への支援の方が手厚く感じる。
閉校後、スクールバスを必ず出してほしい。

3 -

この年代までが子どもが多いと思います。小学１・２年生と中学１年
生の時だけでなく、中学３年生まですべての学年を35人以下学級で
対応していただきたいです。特に体が大きくなる小学校高学年や中
学校３年間の時にお願いしたいです。１クラスの人数が多いと教室内
が狭く、机と机の間がスムーズに通れなく、教室内での活動がス
ムーズにできないですし、余計にかからなくていい時間もかかってし
まいます。狭い教室内（たくさんの人数がつめこまれている空間）は、
圧迫感があり、毎日その空間で勉強をしないといけない子どもたちに
は、本人たちは気づいていないかもしれませんが、ストレスがかかっ
ていると思います。できれば余計なストレスはかけず、快適な環境で
高校受験まで勉強をさせてあげたいです。

4 -

山部地区在住者です。へき地保育所の冬期利用時の延長なしが仕
事の幅を狭めてしまい困っています。頼れる親戚等が近くにいない
ため、預け先の確保ができません。何故冬期は延長保育なしなので
しょうか。
何個かある公園すべての遊具の老朽化が目立ちます。さびていたり
こわれかけていたりとても安心して遊べません。何とかなりません
か？せっかく山部に引っ越してくる人がいてもすぐに他へ（中富良野
等）転居されてしまうのはもったいないと思います。子育てに対して環
境等対策は何かされていますか？ずっと住みたいと思えるまちづくり
がんばってほしいです。

5
初めての子育てなので、定期的に（必ず参加する
等）集まる場があればよい。

地域の方が優しい人たちばかりですが、周りに子どもが少なく、公園
などにもあまり人がいません。支援センターで様々な活動をしてくだ
さるようですが、子育て（乳児）世代は車がない場合、活動に行くの
が難しくなります。巡回バスなどを降車・乗車地点を決めて出してい
ただけると、より多くの方が集まり、利用できるようになると思いま
す。

6 -
子育てするにあたって、もっと60代以上の方と子どもがふれあえる場
があるとうれしいです。

7 -

小学生まで利用できる室内遊び場をつくってほしいです。多少お金
かかってもいいです。今後公園の整備期待しています。公園によって
は、とても汚なくて、遊具がさびていたりしています。歩道を広く整備
してください。

8
直接会って話したり、電話する事に抵抗がある方
もいるので、メールやラインで子育ての疑問や悩
みを気軽に相談できるしくみがあればよいかと。

生まれたばかりなので、まだまだ問題や不便を実感することは少な
いですが、今後もこういう意見を述べる機会があればいいと思いま
す。

9 病児保育があるとありがたいです。 病児保育と５才以上の学童保育の充実をお願いしたいです。
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10 -

・室内で遊べる施設がない。特に冬は小さい子どもがいると外で遊
ぶことも長時間はできないので困る。２、３才くらいから遊べる室内が
あると助かる。
・大きい公園が欲しいです。北の峰にありますが、駐車場がすぐいっ
ぱいになるし、今住んでいる所から遠い。おうせ公園もあるが、「ト
ゲ」がささる遊具であまり行きたがらない。小川があるのは喜んでい
る。

11

子どもが療育を受けていると、担当者含め、関わる
方々に相談しやすいが、通常保育のみだったりだ
と、行政等関わることがなく、気軽に相談にも行け
ない。セミナーや講演（託児付）のあとの相談コー
ナーや、他イベントなど子育て世代が集いやすい
時などに担当者が近くに感じられるような取りくみ
があれば（相談担当者などの顔がわかれば）壁が
少し低くなる。

連休中や、平日でも天気の悪い日が続き外出できないと、子どもも
発散できず親も怒ってしまうことがあり、しかし発散できる場所が幼
稚園児以上になるとない！！体力もついてくる時期なのに、公園以
外に遊べる場所がないため、ひどい時は仕方なく旭川カムイの森
や、もりもりパーク、砂川こどもの国など遠出している。しかし運転で
結局疲れてしまい、帰ってきてからまたイライラしたり。本当になんと
かしてほしい（幼児も小中学生も一緒に遊べる全天候型施設希望）。

12 -

保育の質の向上について。私立ではないですが託児所でもありませ
ん。へき地なので向上を希望する方が間違っている！という空気も
ありますが、より良い環境や取り組みを望むのが親です。何となく預
かり１日過ごす。こんな感じなのかな？と思うことも。保育所ごとの特
色や、特別な取り組みがあると良い。また、せっかく教育委員会の管
轄になったのですから保育所（町だけでなく、へき地も！！）ALTなど
導入してはどうですか。保育所の管轄や指針は変わっていくのに、
現場は何も変化なし。意味あるの？

13 -

子ども（幼稚園児）が遊べる様な室内の遊び場が無い。支援センター
も１か所しかなく、幼稚園に通っていると利用できないのは、とても不
便。夏・冬休み等の時期に子どもたちの遊び場が無く、美瑛や旭川
まで遠出しなければならない。ビ・エールのような施設をぜひ富良野
にもつくってください。富良野に子ども服や子ども用品を買うお店もぜ
ひ誘致してください。

14 -
近際と比較すると、医療費の優遇度が低い。また、住宅への補助も
少なく、中富良野の方が魅力的な環境であり、子育て世代を高齢世
代より優先して欲しい。

15

私が暮らす地域では、近所の子ども同士が自由に
お互いの家を行き来し、自然に家の前に集まって
異年齢で遊び、また近所の大人（小さい子のいな
いおじ（い）さん、おば（あ）さん）も子供達をみてく
れたり、家の中で遊ばせてくれたりします。このよう
な人のつながりを強く感じられる環境が子育てをす
る上で、親にとってもありがたく、子どもにとっても
貴重だなと思います。町内会の活動に参加するこ
とも、地域の人とつながり、安心して暮らせることの
一つかなと思っています。

・富良野市のファミリーサポートセンターも利用しますが、一番これを
利用したい病気の時には頼めないため、NPOこどもサポートふらの
を利用しています。
・ファミサポで病児、病後児も頼める体制を整える。ファミサポ（緊サ
ポ）事業をNPOこどもサポートふらのに委託し、子育ての広域連携を
図る等検討していただきたいです。

16 - ・子どもが室内で楽しめる「ビ・エール」の様な場所がほしい。

17 特にない。
アンケートの内容がわかりづらくて答えづらかった。
支援センターなどホームページを見ても何曜日に何才くらいの子が
行っていいとか利用の仕方がイマイチわからない。
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18

父と母だけで、２人で働きながら子育てをするのは
大変なので、保育施設はありがたいです。しかし、
勤務時間以外、母の休日には預けることができな
い所なので、息抜き、家事がすすみません。そんな
時にあずけやすい所があるといいなぁとは思いま
す。料金もあずけやすい金額がいいです。子育て
で不安なことがあっても、保健センターの保健師さ
ん、スタッフの方々が優しく話を聞いてくれるのでと
ても安心できます。

産後、保健師さんによる相談はとても心強かったです。富良野は発
達支援も充実していると他地域の方々から聞くので恵まれているの
だと感じます。保育施設もたくさんありますし、仕事をしながら子育て
しやすい環境だと思います。
希望としては、屋内で遊べる所が欲しい。医療費免除はとても助かっ
ています。もう少し対象年齢が上がるとうれしいです。予防接種も任
意分が無償になったらいいなーと思います。私は幸い祖父母が近く
にいるのでサポートを受けることができますが、周りに頼ることができ
ない親子さんのサポートが充実してくれるといいなーと思っていま
す。

19 -

子育ての環境や、教育、支援、保育環境の拡充はもちろんのこと、親
も、子も、心豊かに育つことができる人づくり、コミュニティづくりをお
願いしたいです。今、必要な事への整備にとどまらず、10年先、20年
先、その先を見据えた環境づくりをお願いします。

20 小学校～も医療費無償化であれば良い。
・美瑛の「ビ・エール」のような施設が欲しい。
・大きい公園をつくってほしい。

21 -
子どもの医療費の件はどうなっているのでしょうか。近隣の市町村と
比べても富良野市は市が言っている程子育ての環境は良くないと思
います。

22 -

今後も富良野で妊娠、出産、子育てをしたいと思えません。小さい子
どもを連れて遊べる場所や食事しやすいお店、子ども用品を十分に
購入できるお店がほとんどない。保育園が少なく預ける環境が良くな
いため、両親揃って仕事をするのが大変。保健センターの子育て支
援は幼稚園等に入所している子は行けないとなっているが、兄弟が
いる場合、下の子だけ行かせることが困難。何のための施設？ベ
ビーカーで買い物に行くのに不便なお店が多く、子どもたちを連れて
外出するのが難しい。とても子どもを育てにくい地域だと思う。観光
客向けばかりの施設だけでなく子育て支援を考えるべき。

23
まだ利用したことはありませんが、現在ある子育て
サポートセンターは活用したいと思う。

・小学校１学級30人以下が実現されるようになるとうれしいです（地
域でどうにかなるものでもないかもしれませんが）。
・産婦人科医がもう１人でもいてくれたら……。

24 - 医療費を小学生まで無料にしてほしい！

25

室内で遊べる所を提供してほしい。幼稚園児の行
ける所がない。また、保護者がいれば入れる児童
センターもあるが、小学生と一緒のため楽しく遊ぶ
事は難しく、気軽に行けない。

冬に遊べる場所が欲しい！市外に行くこともできるが、雪道は怖いし
お金もかかるので、気軽に遊べる所を早急につくってほしい！
保健センターも幼稚園児は行けなかったりと赤ちゃんのいる家庭に
は不便！！午前中は家事が忙しいです！

26 -

おむつのゴミ収集が週１回では少ない。せめて週２回にしてほしい。
公園がたくさんあって良いが、ただ広場だけだったり、３才以下の子
どもが遊べる遊具がなかったり、地面が草なのでダニや虫にかまれ
る心配がある。アスレチック用の地面だったり、土にしてほしい。下の
子が小さかったりするとなかなか外で遊べないので支援センター以
外で土、日も利用できる室内遊具の広場があったらうれしい。
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27 -

２人目の子どもを考えているのですが、１人目の保育所利用でどうし
ても２人目をつくることを悩んでしまいます。つわりや休調により仕事
に行けなくなると幼稚園に編入させなきゃいけないと考えると１人目
の子に負担や迷惑をかけると思います。保育所は働く母親のために
あるのはわかりますが、２人目妊娠した時に、仕事に行けないなら、
保育所を出ていかないといけないというのは納得できません。それと
１人目出産後５ヶ月までは、１人目は保育所にいられるけど、２人目
は、生後６か月からしか、認可の保育所に入れないのは良くわかりま
せん産後５か月から働いたとしても、６か月になる１か月は、託児に
預けなきゃいけないのも利用料や私たちには、すごく優しくないと思
います。できることなら、産後６か月生後６か月に仕事復帰し、１人目
の子にも負担がかからないように制度をかえていただきたいです。

28 -

支援センター（ひよっこサロン等）を、通園（保育所）中の子どもも利
用できるようにしてもらいたいです。市内には室内の遊び場がないの
で、まだ十分に歩行できないうちは特に、戸外遊びができず、遊べる
場所がありません。保育所を増やしてほしい。選んで決めることがで
きたら良い（幼稚園のように）。

29 - 医療に関わる公費を小学入学までではなく、期間を長くして欲しい。

30 子供が遊ぶ所、気軽に行けるところがほしい
富良野で生活する人のための環境や情報が少ない。
遊べる場所（冬期や雨天）、夏場の水遊び場。
観光客相手の場しかない。

31
美瑛のビエール　旭川のカムイの森とか森々パー
クのような施設があれば・・・と思う。が、まあ、期待
はしない。

富良野市は、南富良野や中富良野、美瑛や旭川に比べ子どもや若
い人、若い世代への支援を軽んじています。

32 - 医療費を小学生になっても市で負担してほしい。

33
気軽に室内で時間を気にせず、食事をとるスペー
スもある施設があったらいい。

農家のため、育休がまず無理。幼稚教育無償化の話も、年収は間係
ないのか、が気になります。
富良野市がこういったアンケートをとって何をどう変わったのかが、い
まいちわからない。

34

不安や心配事をよく聞いてくれる人がいるだけでそ
れがやわらぐと思います。夫に話したくてもなかな
か時間がないのが現状。知人や先生に話すには、
１つハードルが上がる。誰かに声をかけてもらえた
らと思う人もいるのでは。

このアンケートで、市が子育ての環境を良くしようとしていることが伝
わってきました。市民の意見を取り入れて、より良い環境にしていた
だけるとうれしいです。
アンケートでは、私が育休中の間のことについて書きましたが、今
後、仕事に復帰したらまた違う意見になると思います。核家族化が進
み、夫婦共働きの家庭も多いと思います。職場の子育てに対する理
解（特に夫の）を求めます。

35

検診以外でも、保健士等から子育てのことでどうで
すか？と電話や訪問があると自分からきけない方
や地域になじんでいない方も相談しやすいのでは
ないかと思う。

会社に託児所があるため、保育所よりも会社の方を優先するようす
すめられました。会社に託児所がない人のためにいいというのはわ
かりますが、２人目保育の料金が半分になるため、保育所を利用し
たい気持ちが強かったです。経済的に余裕がないという理由で働い
ていて、そういう人のための料金設定でもあるのかな？とも思うの
で、保育所の申し込みは自由にさせてほしいです。現在は未来課の
方に入れる保育所を見つけていただき利用できているので、とても感
謝しています。ありがとうございます。

36 -
・就学すると、医療費の負担が大きい。
・幼稚園の保育料割引が、上の子が小学４年生になるとカウントされ
なくなるのはおかしい。
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37

健診では気になってること、不安に思ってることが
あっても相談しにくいです。担当の方にもよります
が、親身になって話を聞いてくれる方にあたればい
いですが、正当な事しか言ってくれない方には話し
ても意味がないなと思い、相談できません。子育て
相談も予約なしでいつでも気軽に話せる所がある
といいなと思います。子どものサポートはあるよう
に思いますが、親特に母親自体をサポートする所
がないと思います。孤立した子育て、産後や保育
所や幼稚園に入る前など。母親の心や身体的なサ
ポートをするシステムがあればうれしいです。出産
後またパートで働きに出たいと思ってますが、預け
たいと思える所（託児所・保育所）がないです。森
のようちえんのような所が富良野市にもできたらい
いなと思います。

親や兄弟が近くにいなく、父親も仕事であまり家にいないので、なる
べく子どもが家に閉じこもらないように心掛けていますが、天候が悪
い日、冬などは小さい子を連れて外に出るのが厳しいまちだなと感じ
ています。屋内で遊ぶ所もなく、保健センターも幼稚園に通っていた
ら行くこともできません。図書館も赤ちゃんを連れていくのも元気な男
の子を連れていくのもハードルが高く、足が遠ざかってしまいます。
父親の長時間の就労ももう少し改善されたらワンオペ育児から少し
解放される気がします。

38 -

室内の子どもの遊び場をつくってほしい。幼稚園だと、夏休み・冬休
み等の長期休みがあり、冬休みは特に家に引きこもりがちになって
しまい、子どもも退屈します。旭川のもりもりパークのような施設があ
れば絶対に行きます。早急につくっていただきたい。子どもの室内遊
びのできる施設があれば、ドライブがてら近くの市町村からも沢山来
ると思います。切実に遊び場をつくってもらえる事を願っています。あ
と、収入が少なく下の子がまだ１才になっていないですが働きたいで
す。働く場、休みやすい環境が充実してくれるといいのですが…。

39
・子どもが集まれる行事を増やしてほしい。
・子どもが遊べる場所を増やしてほしい。

子どもたちが冬でも遊べる、室内の遊び場をつくってほしいです。観
光に力を入れているのはよくわかりますし、大事な事ですが、引っ越
してきて、数年、教育や医療等不安な事ばかりです。

40 -
冬季間の道路が狭い。除雪や排雪をもっとして、安心して子どもと手
をつないで歩けるようにしていただきたいです。公園等で雪山遊びを
したくても危険なので、なかなか行ってあげられないです。

41 - 小学校低学年まで、通院医療費の拡充を希望します。

42 -
小児医療費（15才まで）や救急医療サービスを向上させて欲しい。室
内で遊べる施設を充実させて欲しい。気軽（低コスト）に預けられる託
児施設があるとありがたいです。

43 -
季節（へき地）保育所の受け入れ時間が短い（11月～３月）。冬の仕
事がやりたくてもできない。街に働きに行く人が増えてきているので
考慮していただきたい。

44
子どもをつれていける場所が支援センターしかな
いので、他に交流をできるような場所を増やしてほ
しい。子どもの遊ぶ場所が少ない。

富良野市は子どもを育てにくいと思います。他の市町村のように子ど
もの医療費助成を18歳までにしたり、遊ぶ場所をつくる等してほしい
です。富良野市の人口を増やしたいのであれば、子どもを育てる世
代の人に向けた支援をもっと増やした方が良いと思います。

45 -

地域外からきた妻にとって、保健センターで行っていたひよっこサロ
ン等は同じ子どもを持つママ同士のつながりができて大変良かった
です。ただ、２歳を過ぎると冬場に子どもを室内で遊ばせられる場所
があまりなく、美瑛町のビ・エールや旭川のモリモリパーク等で遊ば
せています。富良野や中富良野・上富良野と協力して同様の施設が
あればとても嬉しいです。
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46
相談窓口があるといいかなと思います。気軽に相
談できる感じがいい。

-

47

現在、１歳で保育園等にも通っていないため、同年
代の子どもと接する機会がほとんどない。行政側
でもいろいろなイベントを企画していると思うが、あ
まり情報が入ってこないので、わかりやすいように
対応してほしい。

-

48 -
室内で走ったり遊んだりできる施設をつくってほしい。雨や雪の日に
遊びたいです。

49 -
・小中学生医療費の無料化。
・室内の広い遊び場。

50 -

子育て→お金がかかる→働く→子どもとの時間が充分にとれない→
家事の負担→体力・精神的なダメージ→家族の協力。これが勝手な
イメージですが、それに寄り添って助けてくれるのが、子育て支援だ
と思うので、とても感謝しています。
持病で働きづらかったり、子どもと常に一緒という事情の方でも働け
る、環境や情報提供。
短い時間でも無料で遊べる室内施設。
家事代行の情報、生活の知恵やお得な情報。認可外保育所、ベ
ビーシッター、ファミリー・サポート・センターを安心して利用したくなる
ような、写真付き情報提供。親子で交流の場へ参加したくなるような
特典。
ベビーカーを利用しやすい道路や場所。

51

祖父母世代へ、子育てに関して今と昔で違うことを
もっとアピールしてほしい。タバコの子どもへの悪
影響についても祖父母世代が知らなすぎる。新米
ママ会で知り合った人と今でも交流があり助かって
いる。２人目ができ、２人目ママ会もあると健診や
イベントなど情報共有（タイムリーに）できるので、
あるといいなと思う。

産科医が１人しかいないのは通院も不安、出産も不安。市として医師
の確保にもっと力を入れてほしい。安心して産める環境が欲しい。
雨や冬期に室内で遊ぶ場がなく非常に困っている。天気が悪くても
気軽に無料で近場（市内）に遊べる所がなく、子どもも退屈している。
他の市町村に比べて子育て家庭（子どもの医療費が特に！）への支
援が少ないと思う。人口流出を防ぐためにももっと経済的支援が欲し
い。
インフルエンザワクチンも子どもの分だけでも無料にしてほしい。

52
母が発熱した時など他の家族が子の世話をすぐに
できない時に一時的に預ってもらえたら助かりま
す。

・欲を言うとキリがないですが……近隣市町村と比較して何か魅力
はあったらいいかと思います。
・保健センターの方、市役所の方、教育委員会の方に何かを相談し
たり、質問した時、皆さん真摯な対応をしてくださるので、不安な気持
ちや疑問に思った事が解消できています。とてもありがたいです。こ
の先もすばらしい対応を続けていってほしいです。

53 実家（本州）への旅費の補助。

今２歳になる娘はどこでも遊べるようになり不自由はあまり感じなくな
りましたが、０、１歳の時は室内で安心して遊んだり、休んだりする場
所が子育てセンターしかなく、本当に不便を感じました。雨の時や冬
場、小さな子どもたちと保護者たちが通えるような室内のプレイグラ
ウンドがあると、とても助かるように思います。

54 -

子どもが産まれて、家を建てたいと思う様になったが、希望の場所に
土地がない。あっても空地。空家だが持ち主不明や、売ってくれない
ことが多いです。富良野で子育てサポートの一環として、一軒家の支
援等をしたら、富良野に住み続ける人が増えると思う。富良野のマン
ションの家賃は都会並みに高いと思う。子どもが産まれて子どもの泣
き声や遊ぶ足音等、マンションでは気になることが多く、一軒家を希
望する人は多くいると思う！！
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55
コープさっぽろのようにちびっ子コープDayのような
サービスがもっとあればいいと思う。ミルクも無料
なり半額なりの助成があれば尚良い。

-

56 -

マルシェ２のタマリーバでは子どもを遊ばせるところが狭すぎたり、足
りないと感じます。母親たちがくつろぎながら子どもも遊べる、安心・
安全、素足でいられる脱出しても迷惑にならない、広いけど目が届く
場が欲しいです。あそこでは子どもはすぐあきて脱出し、店の方や
行ってはいけない場所へ裸足で行ってしまいます。理想は美瑛町の
ビエールや旭川市のもりもりパークが欲しい！と思っています。

57 金銭的支援

中心街に集中した利便性ではなく、へき地でこそ利便性が高く、中心
街の住民も利用しに来たくなるような施設やシステムを構築し、市全
体の活性化を計らないと未来はない。子どもの成長には自然にあふ
れた環境で市街よりも田園風景の中で心豊かにと願う。市内中心か
ら学業は山部や東山等に分散させる環境を整える。

58
本だけの教育ではなく、自分の経験やまわりの経
験を活かしてほしい。

室内遊具や0歳からでも遊べるような場所を増やしてほしい。
小児科を増やすべきだと思う。
健康診断等の場所をもう少し工夫してほしい。

59

転入の際、子育てに関する情報をまとめたものが
ほしい。公園や支援センター、ファミサポなど、何が
あるか（あるいはないか）、どこにあるかも分から
ず、遊ぶ所を探すのにも困った。（以前住んでいた
市は転入時にまとまった冊子をくれ、助かった。病
院や幼稚園、保育園、児童館なども載っていた。）
児童館がもっと幅広い年齢にオープンになってほ
しい。（屋内で遊べる施設がもっとあると良い）

・問11にも書いたが、外からの転入に対してもう少し情報をオープン
にしてほしい。
・特に冬場に運動できる屋内施設が拡充されると良い。スポーツセン
ターなど、既存の施設を生かす（利用しやすくするなど）のでも良いと
思う。

60 子どもも遊ばせながら、お茶できる所。（カフェ等）。 -

61
子育てサービスや助成について、自分で調べない
とわからないことが多くあるので市から通知してい
ただきたい。

-

62
子どもを遊ばせられる場所が増えてくれると助かり
ます。周囲の人達とも交流できる機会ができやす
いと思います。

子どもを連れて室内で遊べる施設がもっとあればいいなと思います。

63
気軽に相談のできる環境。
妊娠・出産・産後などにサポートしてもらえる環境。

-

64

小さな子どもがいる生活をもっとリアルにイメージし
て、必要な時に、必要な分、必要なことをサポート
してもらいたい。緊急時に子どもを受け入れてもら
える（心から安心して）人や、場所が増えたらうれし
い。日頃から、コミュニケーションが大切なので、ビ
エール（美瑛町）の様な集う場所が欲しい。

協会病院の待ち時間、医師不足。産婦人科の時期によって、健診、
出産ができない状況。子育てができるまちであっても出産しづらい現
状。

65 預り後の最終にバスを運行してほしい。
病院にかかるお金を、せめて小学生まで無償化してほしい。病気で
破産しそう。

66 -
室内で遊ぶことのできる施設や、子ども連れで行くことのできる飲食
店（子ども向けメニューがある、遊ぶスペースがある）等をつくってほ
しい。
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67 -

夏は子どもと一緒に遊びに行くところはいろいろあるけど、冬は富良
野市内だと遊ぶところがなくて休日に市外に行ったりするので、市内
に欲しい。
医療費無料の期間を延ばしてほしい。
子連れで外食できるような場所を増やしてほしい。

68

こちらからアプローチしないとサポートがない、また
サポートが充分でないと感じる。幼稚園のこと等、
どこで聞けば良いのかわからない。健診なども少
なく感じる。

富良野市は土地の持つ観光の力に頼るばかりで、今後を担う子ども
たちの支援については、かなり遅れていると思います（周辺の地域
の子育て支援に比べて特に）。金銭的な支援から環境の支援など、
様々なことが全くできていないと感じ、正直非常に住みづらい地域だ
と感じています。一個人の意見なので、力にはなりませんが、なんと
か今後早急に子育てしやすい環境を整えていただければ、と思いま
す。

69

健診などの結果を見て、時々連絡があったら良
い。上の子の時に言葉の発達が気になり相談した
際クイズ形式で診てくれたが半年～1年を目安にま
た相談くださいと言われ、行政の方から最近はどう
ですかなどと気に掛けてくれたらと思ったことがあ
る。半年～1年は親にとっては長く感じたので。

子育てに関して関心がなさすぎます。観光ばかりお金を使いすぎで
す。公園の整備は素晴らしいがホテルばかり建ち、子どもの遊び場
がありません。市外へ遊びに行く人ばかりです。もう少し見つめ直し
てほしいです。
また、医療費についても就学前なので無料ですが、いずれ負担しな
ければなりません。小学校もしくは中学まで無料と考えてほしいで
す。
市役所を建て直す前に今やるべきことがありますよね。よろしくお願
いします。

70 保育所のクラス等の親同士の交流会がしたい。 -

71
子どもの問題行動など指摘ではなく、一緒に考え
たりアドバイスがほしい。

子どもが自由に遊べる室内施設をつくってほしい。夏に子どもが遊べ
る水場をつくってほしい。公園の遊具を新しい物に変えていただきと
ても嬉しい。

72 -

室内、屋外で子どもが安全にのびのびと遊べる施設があるとうれし
いです（秩父別「ちっくる」のようなもの）。
子どもが多いと、毎年インフルエンザの予防接種を受けるのに一万
円くらいかかるので、助成してほしいです。
子どもの医療費を中学まで無料化してください。

73 -

支援センター以外に子どもの遊べる場所を増やしてほしい（冬の間
など、室内遊びができる場所）。
市内で子ども連れでごはんを食べに行きたいが、子ども用のイスが
なかったり、お子様メニューがなかったり、毎回行く場所が同じになる
ので、もう少し飲食店での子どもへの対応をしてほしい。

74

具体的に子どものかかわり方を教えてくれたり、相
談に乗ってくれる人がいたらいいと思う。勉強会
等々。
もっと気軽に子どもを一時的にあずかってくれる場
があればいい。ファミサポは利用したことがない
が、あずける前にうちあわせ等々しなくてはならな
いと聞き、打ち合わせの時間をつくることが、そも
そも大変。もう少し安価なら利用したいとも思う。
子ども用品（服、くつ、おもちゃ等々）をおさがりをも
らえる場をつくってもらえると助かります。

現在子どもが１人いるが、本当は２人目も欲しいと思う。希望はある
が、経済的不安が大きく、２人目はあきらめようと思っている。ただ漠
然とした不安なので、子育てにどれくらいの費用がかかるのか、もっ
とわかりやすく情報提供してくれたり、相談に乘ってくれるような窓口
があったらいいのにと思う。
市からの経済的援助をもっと増やして欲しい（子育て世帯への）。
室内で遊べる子どもの場所をつくってほしい。冬は遊ぶ場所がなく、
支援センターは時間制限が厳しい。もっと長時間やってほしい。
支援センターの自由遊びの日に、幼稚園等に行っている子どもは利
用できないのはおかしいと思う。他の市町村は制限がないのに、差
別だと思う。通園している子も室内で遊べる場は必要。冬は特に外
で遊ばせると風邪をひくし、事件に巻き込まれる可能性もある。そも
そも、利用中は親がつきっきりで一緒にいるのだから、スタッフの負
担も少ないはず。いじわるとしか思えない。他に遊べる場所もない
し、富良野は子どもに対して優しくないまちだと思う。子育て関係の
援助も少ない。
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75 保育時間の延長。

富良野市内の給与水準が低く、共働きでなければ、子育てしにくい
（住居の賃料が高い）。また、子どもの医療費も早くからかかりすぎ
る。子どもたちが自由に遊べる施設も少ない（大きな公園や屋内施
設ｅｔｃ．）。

76 今はまだありません。

保健センター・いんやく医院の周りに「歩道」が無くて因ります。子ど
もが通う所になぜ「歩道」が無いのでしょうか？車も多く通る所なの
で、すごく怖い思いで通ってます。自分がドライバーの時も怖いで
す。自分の近所（富小通学路）もせっかく歩道ができたのに、歩道に
車が停まっていて、子どもたちが通りにくそうだったり、子どもを乗せ
て自転車で通る事ができなかったり（車にキズをつけそうで）、子ども
の通る周囲は特にどうにかならないのかと思っています。

77 今で十分です。 -

78
無料で子供が遊べる環境やイベントを開催して欲
しい。

山部保育所を給食にして欲しいです。

79

・手続きの簡略化。
・入院時のミルク代、服代の無償化。→乳幼児受
給者証で無償化にしてほしい。
・キッズスペースのあるお食事所。
・室内子供の遊び場（旭川のもりもりパークのよう
な場所）。

-

80

母親と子ども１人との時間があり一人で子育てして
いる母親が多いので、１時間でも母親１人になれる
時間が必要だと思う。心に余裕を持っていないとか
わいいはずの我が子もかわいいと思えなくなってし
まうので・・・。

経済的な不安が大きく、家賃も高ければ、働ける場も少ない。働ける
場があったとしても、子供をみてくれる施設が少ない。働かなきゃ生
活が苦しいのにパートで働いても月々の保育料でほぼお金がなく
なってしまう。もう少し子育て世代をサポートしていただきたいです。
旦那は若く月々の手取りのお給料が16万円です。家賃が５万円。奨
学金が２人で２万５千円。車のローンが２万500円。正直、生きるのに
必死です。

81
情報がもっと多く出てくれば良い。Facebookなど
もっと活用してほしい。

子どもの医療費について、無償化をもっと拡充してほしい。

82

教育資金を貯めるには小さい年齢のうちと思って
いるので、できる限り仕事をしておりますが、子ども
が小学校にあがっても、医療費も無料になると助
かります。

小学生も医療費を負担していただきたい！
小さいうちは、室内の遊び場があると大変助かります。
また、正職員として働きたいが、現実的に難しいです。今は扶養の範
囲103万円以下で働いていますが、厚生年金等も考えて、もっと働き
たい。できれば正社員として。しかし、子どもが小さいと、なかなか条
件の合うところが少ないです。

83 -
子どもの頃から英語にふれる機会があればと思います。富良野も国
際化してきているので、継続的に通える英会話教室（市の子育て支
援サービスの一環）があればうれしいです。未来のフラノのために。

84 -

子どもたちが自然とふれあえて、富良野の恵まれた環境を感じられ
るような施設や機会をつくってもらいたいです。施設は費用がかかる
ので難しいと思うが、公園の設備を少し見直して何か所も公園を維
持せず、充実したものを１つつくるだけで満足感が違う。
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85

母親１人での子育てはメンタル的も身体的に追い
込まれる事が多い。子どもが増える度に、手続き
やら、病気になってしまったらなど、探すのも難し
い。１人１人の生活環境を増まえて、訪問して手続
きがおわる、病気になったら代行してくれる何かの
サービスがある（３歳までは無料で１～２時間、子
どもを見てくれるなど）。メンタルサポートが何より
大事。気にかけること。車のない人のための送迎
サービスなど。３歳４歳まで無料とか。

産まれてから１年のみオムツ券が発行されるのを１年から３年まで伸
ばしてくれると助かります。
あとはもう少し自由に出入りができる、遊び場があるといい。授乳室
がオムツをかえる場所、お昼ごはんも食べられて室内で遊べる施設
の充実や気軽に悩みを相談できる場も一緒に併用したり、遊びをみ
んなで行える時間など１か所で色々充実している方が何かと便利。

86
共働きで上の子が幼稚園で土曜日の預りがない
のであまりお金がかからない程度の金額で預けた
い。

-

87

全天候型で登録などの手間のかからない広い遊
び場（旭川市のもりもりパークやカムイの杜のよう
な）が欲しい。冬や雨の日は行ける場所が富良野
市内では少なすぎる。マルシェのタマリーバはもっ
と活用できないのか。

室内の子どもの遊び場をつくってください。

88
病気などをした時にサポート（保育）していただける
環境があるととても助かります。

出産時の一時保育に関して、富良野市は出産予定日の２週前からし
か保育していただけなく、とても困った。また、ならし保育の期間もな
く、一時保育で病気にかかってしまうなど大変だった。
小学校入学までの医療費負担は嬉しいが、その年齢を中学卒業ま
で伸ばすと、移住する人も増えるのではないか。インフルエンザ等の
予防接種なども市で負担してほしい。

89

もっと気楽に母親や父親が集まれる場所や時間が
ほしいです。子育て支援センターは広場が登録制
かつ幼稚園や保育園、小学校に通っている子ども
が参加できないものばかりで、兄弟姉妹がいると
いけません。以前住んでいたところは、平日9:00～
16:00まで小学校６年生までならだれでも参加で
き、登録も必要なく、気楽にあつまれる良いところ
でした。

市街地からはなれて住んでいるので学童保育を定期的に利用でき
ない。
放課後教室を長期休み中も毎日やってほしい。保育所をきっと増や
して、母親が働きやすくしてほしい。
病児保育の充実やファミリーサポートに市から支援をしてほしい。
ファミリーサポートの利用料金が高く利用しにくい。

90 -

富良野市は子育てがしづらい。マルシェがあるのにコンシェルジュを
建てるなど。半端な観光ばかり。ビ・エールのような子どもたち、地域
の人が使える施設がない。コンシェルジュに人がいるのを見たことが
ない。天気の悪いとき、冬の子どもの遊び場がない！！

91 -
東山保育所を利用していますが。冬期は延長保育が無く、働ける時
間が減るので冬期も延長保育をしてほしい

92 -

基本的には自分の子どものことなので、自分で考えていかないとい
けない部分が多いですが、正直希望を書いた所で反映されるか？と
いえば絶対的にないと思うので何も期待していないというのが意見
です。

93
保育所に入所したい時、必ず受け入れてくれるシ
ステム。

子連れで気軽に行ける施設や店舗の充実。

94 -

支援や制度の事はよくわからないまま生活をしてきましたが、小学生
になったら放課後の子どもをどうしたらいいのかよくわからない。休
みもとても少なく、有給もとりにくいので不安や不満も多く、これから
はどんな支援を受けられるのかちゃんと調べてみようと思います。
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問11 子育てする上で周囲からどんなｻﾎﾟｰﾄがあれ

ばよいか
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95

行政は医療のサポートを手厚くしてほしい。または
もっと子育てしやすいまちづくりも。例えば、保健セ
ンターに授乳室を設置する、まだ立てない０才児を
連れて保健センターへ行っても、母はお手洗いす
ら用をたすことはむずかしいです。ベビーベット付
きのトイレとはいかなくても、誰でもトイレみたいな
所があって中におむつ台があればもっと利用しや
すいです。

へき地保育所の保育時間の短い面をもう少し配慮してもらいたい。
冬こそアルバイトをして少しでもお金を貯めたいのに、時間が短く富
良野で働けるような所は見つからない。例えば街の保育所で冬期だ
け預かる枠を増やすとか、少し考えてほしい。第２子。第３子と欲しい
とは思うが、このような環境では産んで育てていくことができるのだろ
うと非常に不安で、１人で（子どもを増やさず）終わらせるべきかと悩
みます。冬でも、のびのびと体を動かせる施設や、授乳スペース、お
むつ台も増えるといいです。

96 -

医療費無償の枠を広げていただきたいです。これから小学校に上が
りますが、喘息もちです。現在に至るまで入院も数回あります。安心
して子どもが必要な医療を受けることのできる富良野になってもらい
たいです。市役所の建て替えに高額な予算をつけるのであれば、子
どもの医療費負担に目を向けてください。

97

感染症（インフルエンザとか）にかかって保育所に
行けない期間が長く、高齢の親にもうつると大変で
あずけられず、休まざるをえない状況の時、あずけ
られないかと思ったので、高熱の時は看てあげた
いがおちついている時に、どこかサポートしてくれ
ればと思う。

・大変と思うが。もう少し早く幼稚園で預かってくれればと思う。子育
て支援の施設は大きな子と行けなくて結局使えない。いろいろな体
験や他の子とのふれあいをさせたいが、それも連れていけないので
（年齢制限あり）、連れていけない。

98

子どもの普段の様子で気になること（たとえば発達
遅延とか）を即座に保護者に伝えてほしい。後から
「実は私も気になっていたんだけど・・・」となる前に
伝えられる環境づくりももっと必要だと思う。保育所
で言うと”れんらくノート”こそあるものの、送る時、
迎えの時、いつも違う先生に子どもの話を聞くけど
その先生は名札もつけているわけでもないし、子ど
ものクラスのお世話をどのくらいで入っているかも
知らない、そしてゆっくり喋る時間もない。親と先生
の間に信頼関係ができていないので詳しい話まで
いかない。→親の心配事、悩み事が解消されない
ということもあるのでもっと身近に気軽に家族と子
育てに関わる人達をつなぐサポートがほしい。お悩
み投函BOXを置くとか？

保育所のオムツを持ち帰るシステムは変えられませんか？衛生的に
も良くないし、わざわざ子どもごとに使いおわったオムツを仕分ける
作業も手間じゃないかと……。ゴミ袋代ぐらいは保育料を上げてもい
いので。
保健センターの遊び場はなぜ保育所、幼稚園の利用児は使用でき
ないようにしているんですか？保育所に行っていても、シフト制で平
日に休みがある場合、子どもと親が遊ぶ室内施設としてとっても良い
と思うのですがどうでしょうか？

99
・家事代行（低価格）。
・除雪作業の負担を減らす。

・オムツのゴミ回収を週２回にしてほしい。
・ゴミの分別が多い。
・産婦人科医を増やした方が良いと思う。

100 - 医療費の無料化を中学生までしてほしい。

101

子育て支援センターを使いたくても費用が高いの
で（土・日・祝日30分－¥350）預かってもらいたくて
も気軽に使用できない。せめて半分でも市が負担
してくれるともっと利用出来るのにと思います。
富良野は半年間雪に囲まれているのに、子どもが
走り回れる無料の室内（遊ぶ）施設が無いのが不
満です。あまり子育て世帯にやさしくない所だと感
じました。（２才までの子どもの施設や親の集まり
はよく見るのに、２才以上の子どもあるいは親のサ
ポートは少ないと思います。）

富良野は高齢者の方が多い所だと思いました。それを利用して、高
齢者と子ども（とその親）が交わえる所があれば良いなと思います。
子育ての相談をしたり、子どもがお年寄りとコミュニケーションを取る
だけでも学ぶ事は沢山あると思うし、お互い良い効果が出ると思いま
す。色々子育て支援やサポートの宣伝は見ますが、実際手伝ってほ
しい時や所では全く富良野市は子育て家族にはあまり優しくない所
だと感じます。とても残念です。

102 - 雨天時や冬期間等に室内で遊べる場所があればと思います。

11
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103 -

富良野市は幼稚園に入る前の年齢の子どもを預ける施設が少なく、
更には職場に託児所がある場合、認可の保育所に入れることができ
ないというのは不便である。認可外保育所に入れなくて仕方なく職場
の託児所を利用しているが、勤務時間内にしか預けることができな
いが、テレビを長時間見せているなど不満が多々あります。なんとか
改善していただけたらと思います。

104
少しの時間でもみてもらえる所がもっとあればいい
（気軽に）。

-

105

子育てお悩みサポートみたいなのがあれば、虐待
は少しずつ減っていくのではと思う。また虐待が疑
われる時は、早期分離ができるようにならないと子
どもも保護者も救えない。

-

106
親の緊急時（病気等）にすぐ子どもを安心して預け
られる施設等。

・屋内で幼児が遊べる施設が欲しい。雨天時などに遊ばせられる場
所が少ない（マルシェ２は狭い）。
・どの職場も、子育て中であることを考慮して業務内容や時間を考え
てほしい。もともと人が少ない職場だと拘束時間が長くなる。慣れな
い、やったことない業務は負担が増大する。過度な負担なく、のびの
びと仕事・子育てしたい。

107 -

保育所に入園していると保健センターの施設が利用できない事に
なっていますが、親が平日休みの場合や土曜等利用したいなと思う
時があります。保育所以外の同じ年ごろの子や親子さんともふれあ
えるのになと思います。

108

・気軽に預けられる場所があるといいと思う。そし
てその預け先の詳細な情報がインターネットで得ら
れるといい。（ファミリーサポートや認可外保育園
ははどこまで安心して預けられるのかわからず利
用しづらい。）
・２歳児を通わせられる幼稚園があることを友人か
ら教えてもらった。保健センターの保健師と何度か
幼稚園に通い始める時期について話したことがあ
るのに誰もそのことを教えてくれなかったのが残念
だった。
・子育ての悩みについて共感を示すだけではなく
具体的・専門的なアドバイスが欲しい。

室内の子どもの遊び場は切実に必要性を感じている。（子育て支援
センターも利用しているが、条件や時間が合わなく使えないときも多
いため。）

109 -
天気が悪いと遊べる場所がない。子どもに必要なものも旭川まで買
いに行かなくては地元じゃそろわない。

110
先輩ママからのアドバイスなど。交流の場があれ
ば、地域の育児における取り組み（実際体験して
いる側の声）が聞けると思います。

-

111
おむつなどの金銭的なサポート、１年分では足りな
いです。

子どもが遊べるところが少なすぎる。雨・雪の日に室内で遊びたいの
に、マルシェしかない。支援センターは時間が短いので、間にあわな
い。子どもの物を買う場所が少ない。服は、しまむらしかなく、結局、
旭川まで行かなければそろわない。

112 病気の時にも見てもらえるサービスがあると良い。
医療費が小学校にあがるとかかるので、もう少しかからない期間が
長い方が気にせず病院にかかれるのではないかと思う。

113

日常的に利用可能な屋内遊具施設があって、その
中で施設の方との関わりでサポートが受けられる
といいと思う。家の近所の方が気軽に声かけてくれ
たり、子どもの事を気にかけてもらえると嬉しいし、
暮らしやすい。

支援センターはあるが利用出来る曜日や時間帯がせまく感じ、利用
しづらい。気軽に利用できる屋内遊具施設が欲しい。兄弟が下にい
て、まだ小さいうちは一緒につれての外遊びがきびしい。
家賃が高く感じる（札幌や都市部と比べ）。
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114 - アンケートが長すぎる。

115 特にありません。 -

116 -

富良野市は、幼稚園等において人が一杯で入れない状況なので対
策してほしい。
また、医療費の無料も他の地域では中学校まで無料となる地域もあ
るので富良野市も検討してほしい。
他にも室内で無料で遊べる施設が富良野市は極端に少ないと思う
ので増やす事を検討してほしい。難しい事だと思いますがお願いしま
す。

117

・子育てをしながら働きやすい環境・職場が必要だ
と思います。
・もう少し、幼稚園や保育所の預かってくれる時間
が長くなればいいと思います。

預かってくれる時間が長くなればいいと思います。

118 観光だけではなく子ども達が遊べる施設が必要。 -

119 - 医療費給付の年齢をもっと上げるべき。

120 -
子どもがいる中での妊娠は自分の時間が少ない。予期せぬ事など
住んでいる身近な場所での妊娠中の健診・出産が安心してできると
助かります。

121

短時間働きたいと考えた時に、３人目が１歳なので
保育園などの保育料が高いと預けるにもためらっ
てしまうため、ファミリーサポートをもっと低額で利
用できればいいと思います。

短時間で、子どもにも自分にも無理のない位で働きたい場合の保育
サービスを利用しやすくしてほしい。
休日、長期休暇の時、室内遊技場が少なすぎる。年齢関係なく兄弟
で遊べる施設がほしい。

122
子どもの遊び場所、通年遊べる所保育所内での教
育。（小学校に入るにあたり、心配ない程度。）
医療費の公的負担（中学生まで）。

富良野の地域性として、土日祝日の休みがない仕事が多いので対
策は必要と思う。
医療費の公的負担が周りの地域と差がある。大学まではいらない
が、中学生くらいまではほしい。
冬の遊び場が少なく感じる。知らないだけかもしれないが。

123

子育て支援センターの先生は、お忙しいとは思い
ますが広場や開放の時等、もう少し子ども達と積
極的に関わったり遊んだりして欲しいです。そうい
う立場ではないなら、そういった方（ファミサポ等）
がいてくれると助かるなと思います。
あとよく言われていますが、屋内で子どもを遊ばせ
ることのできる施設がなさすぎます。

Ｐ．４問11と同じ。

124

母子で生活するための自宅を安く貸してくれるこ
と。
ロタの予防接種のお金の免除（市から出してくれ
る）。上富良野町は出してくれるそうです。

任意の予防接種の支援金の充実。出産一時金以外の市からの祝い
金は少子化予防につながる（第３子以降のみでなく１人目から）。
子連れで行けるお店の整備を整えること。だんだん増えてきたが、気
軽に行けない店がまだある。

125 -
市内施設の授乳室やトイレ（おむつ替えできる）の増設と、ある場所
がわかるマップ的なものがあれば助かります。
子どもの医療費の助成年齢の引き上げ。
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126
どんな行事でも子どもと一緒に参加できる体制（託
児の準備）。

-

127 -
学童保育施設を増やして下さい。実質的に学校付近でなければ、移
動時が心配。

128

子育て支援センターや保健センターに行けば、あ
る程度不安や問題が解消される体制になれば良
いと思うし、そう思えるように告知やお知らせなども
しっかり行ってほしい。
幼稚園に入る前まで「子育て広場」を毎週利用して
いたが、幼稚園入園後は、一切利用ができなくなっ
てしまい、制度上しょうがない事ではあるが、子ど
も達とのつながりもあるので、幼稚園入園後でも保
育の場として利用できないかと思う。

各市町村がこぞって子どもの医療費無料の拡大などを行っている
が、富良野市はその気配すらない。もう少し力を入れてほしい。

129

子育てサポート等はあるけど、利用したくない。職
員の人達に話した事は、うわさ話になり個人情報
が守られていないので、安心して利用できない。市
役所職員もだけど、人の家庭事情ペラペラしゃべり
すぎ。

-

130 -
幼稚園児のほか、誰でも利用できる、遊べる場所がほしい。支援セ
ンターは、幼稚園児、保育園児しかあそべないので不便。休日も気
楽に楽しめるところが欲しい。

131 -
室内の遊び場や公園も一体型になっているような施設があればいい
と思う。（旭川のカムイの社のような。）

132 特に必要としていない。 -

133

市内の子育て支援事業の内容が、あまりわからな
い。詳しく教えて欲しい。特にファミリーサポー
ター。あるのは知っているが、どれ程の人が利用し
ているのか、どのような方がサポーターでいるのか
不明な事が多く、教えて欲しい。

雪の多い市なので、室内で子どもを自由に遊ばせられる場所をぜひ
つくっていただきたい。マルシェ２しかない。

134 悩みを相談できるところ。 -

135 -
１人でも多くの子どもを産み育てやすい環境の拡充が必要。今の現
状では、収入が低い世帯は安心して子どもを育てられない。

136

現状に満足しているが、医療費の無償期間が中学
生までになれば。第２子・３子の保障は手厚く思う
が、第１子（１人っ子）にも同じようにしてほしいと思
います。

子育ての環境や支援・教育・保育環境が拡充されることは、親として
はありがたい。しかし、職場が教育機関のため、土曜、日曜の休日
の保育拡充や、時間拡充（早朝・夜間）となると、自分の勤務や労働
条件、職員の確保が不安である。現在も人手不足であるので、受け
る側の配慮・管理も気にしてほしい。

137 -
中学生頃までの医療費無料化を実現してほしい。
放課後児童クラブ（学童）の充実。

138 -
へき地保育所の冬の延長保育もしてほしい。
月に数回給食。
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139 -

大きな公園が欲しいです。家族で朝から夕方まで、またはキャンプが
できる様な施設があるとうれしい。
幼稚園が会社から遠く、学童で、預かりをしてくれるとたすかる。
習い事をさせたいので、送迎サポートなどあれば利用したい。

140
身近な人は相談相手や、話し相手になってもらい、
困ったときに色々助けてくれるサポートをしてくれる
と助かる。行政担当は、金銭的なサポート。

-

141

入学前の数日を幼稚園で見てもらえるようにしても
らうとうれしい。入学前から学童保育に行くのが抵
抗がある。仕事のため、学校後の習い事などの送
迎など同じ人が担当してくれる制度などがあるとう
れしい。

冬の時期でも室内で遊ぶことができる公園のような運動できる場所
が欲しい。

142

かぜやインフルエンザなどになってしまった時、も
ちろん発熱時などは親としてしっかり子どもが安静
にできるように看病しますが、正直な所、特にイン
フルエンザなどは、１週間近く外出や登所はできな
いので、そんな時に少しでも食べれそうなゼリーや
うどんなど、販売してくれる方が来てくれたら
なぁ・・・と思った事があります。あとは、発熱もおさ
まり、元気だけど登所できない（出席停止中）の時
は、有給も少ないので、本当につらい時がありま
す。予備日？と言えばいいですかね・・・。そうゆう
期間に預ってくれると本当は助かります・・・。

ここ最近おむつ券や、衛生用のゴミ袋、小学入学前まで医療費がか
からなくなったりと、上の子の時よりは、良くなりつつありますが、近
隣の町村は、更に良い環境が整ってるので、上記を③にしました。
うちもそうですが、子どもを産めば、お金がかかります。なので、次を
産みたいと思えない（経済的状況で）。そういうことを主人と話してい
て、悲しくなります。我が家はきっと次の出産はないですが、これから
産む方、同じ悩みを持っている方はたくさんいると思います。そういっ
た方々に少しでも良い環境が整ってくれることを願います。

143

親のいない時（仕事の時や、預かってみてもらって
いる時など）の、子どもの様子は、親がいる時と違
うのか、それはどのように違うのか、または、違わ
ず変わらず日々過ごしているのかが日常的にも分
かる機会が多いと良いと思います。子育ての仕方
に正解はないかもしれませんが、親として教えるべ
き事の再確認もできると思うからです。

室内遊び場をつくってほしいです。子供がのびのびと動きまわれて、
親もストレス発散できるような場所があるとうれしいです。

144
行政は柔軟な考え１つもできないので何一つ期待
してません。

国をあてにせず、１つくらいは市として独自に何か考えてみては？市
として独自に何もしないなら、このアンケートの予算も含め、はっきり
言ってムダです。どうしたかいいのか。少しは自分たちで考える努力
をしてみてはいかがですか？

145
老人等が利用できるショートステイのようなものか
子どもも対象としたものかあればいいなと思う事が
よくある。

ショートステイがあったらありがたい。

146
イベントの事を前もって知れたり、子どもがいるとチ
ケットが安くなるとかあると良い。イベントの時は、
子どもが休みやすい所が多いと良い。

雨の日や冬の悪天候の日などに室内で遊べる場所を作ってほしい。
（休日）

147 子どもが遊べるような屋内型の遊び場。
子どものいる世帯がもっと住みやすいようにファミリー向け物件を増
やしてほしい（１ＬＤＫ、２ＬＤＫばかりではなく３ＬＤＫなど）。家賃が高
く、子どもにあてられる予算が限られる。
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問11 子育てする上で周囲からどんなｻﾎﾟｰﾄがあれ

ばよいか
自由意見

148
知りあいが少ない為、気軽に話せる相手はいませ
んが、話をたくさん聞いてほしい。

引っ越してきてまだ１年未満なので、地域に慣れるまでもうすこし時
間が掛かると思います。父親の実家は旭川にありますが、母親の実
家は長野県のため、なかなか帰れず、気軽に相談できる相手はまだ
少ない状況です。

149

幼稚園に子どもをあずけていますが、先生とお話
しする機会があまりないため、子どもの様子が分
かりません。あわせて相談もなかなかできません。
１日の大半を幼稚園で過ごすため、心配な時があ
り、もっとサポートがほしいと感じます。

-

150 -

・医療費無料化（せめて小学生まで）。
・紙おむつ代助成はいらない。布おむつでがんばっている人には何
の得もない。そんなのにお金を出すなら、予防接種代にまわしてほし
い。インフルエンザの１回目だけでも無料にしてくれると助かる。もっ
と予防医療に助成していった方が将来を見据えていると思う。

151 -
へき地保育所の保育時間延長を冬期間も実施してほしい（夏期間と
同じにしてほしい）。

152 -

山部地区にも屋内の遊び場や、大きな公園があればいいなと思う。
富良野市の子育て支援センターまで出向くのが遠くて大変に感じる。
中富良野町のように、医療費の免除の期間が長くなるとありがたい。
中富良町は中学生までなので。今後の居住地域を決めるためのポ
イントにもなります。

153

どこの親も子どもの問題に気付いたり気にかけて
はいると思います。自分の子どもに対しては、意外
と思い悩んでいたりするケースが多く、知人との話
の中でヒントやその悩みのアプローチ方法を見つ
けられる事があったりする事が多々あります。自分
自身気持ちに余裕がなければ相手に言えなかった
りする事もあります。同年の子どもがいる親が気軽
に話せる地域であれば、より安心して住み続けら
れると思います。私は、スローライフを心がけ、学
年の行事幼稚園の集まりに参加をしています。

かるた、イベントが度々ありとても感謝しています。雨天の時、遊べる
所があると嬉しいです。体を動かして遊べる所があると良いと思いま
す。

154 -
おむつ券などは３歳ぐらいまで使用できるように、１年ごとおむつ券を
発券してくれたりすると助かります。
保育園も入園人数を増やしてほしい。

155 -
今は医療費がかからないけど、小学生になると、普通に支払わなけ
ればならない。そうなると、受診もしにくくなる。

156
サポートではないですが、室内の遊び場がなくて、
旭川や遠くまで行かなくてはいけないのが残念。

ぜひ、室内遊びの施設をつくってください。（大きな）富良野は、住み
やすく良いまちなのにそこが残念です。

157 気軽に子どもを見てもらえる環境があるといい。
幼稚園の園庭が広くなったらいいと思います。子育て環境がよくなる
ことを願っています。

158

緊急時など、あらかじめ決まっていない用事や本
当にちょっとした事だけど子どもを見ながらでは大
変な家事（用事）（・・・例えば、今の季節だと除雪な
ど）の際に、気軽に子どもをあずけられる。（ファミ
サポを利用するまででもないなぁ・・・という時。）
子育てに関することはもちろん、他愛のないことで
も気軽に話せる。

育休後の職場復帰にあたり、子どもを保育所に入所させるのです
が。育休中に慣らし保育ができない（宛名の子ではない）のはなぜな
のか。慣らし期間は１週間程ではあるが、両親フルタイムで働き、両
実家も遠方……。ファミサポを利用するにしても、預けられる子ども
は、親のいない慣れない環境を行き来することになり、多少なりとも
負担がかかるのではと心配。中富良野や旭川では、育休中でも復帰
日にあわせて慣らし保育があると聞きました。
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159 -
アンケート費用がムダ。何に反映されるのかわからない。このアン
ケートを市長は見ますか？公園の遊具が更新されているが、楽しそ
うな遊具ではない。

160

今のところは夫婦で解決できているので、問題な
いが、子ども（幼稚園に入る前）の交流の場がより
増えるとよい。例えばビエールのような施設がある
ととてもよい。

-

161 -

冬場の子どもたちの遊ぶ施設をつくってほしい。
へき地と市内の幼児教育の差をできるだけなくしてほしい。
もっと子育てしやすいまちになってほしい。歩けるようになった子～オ
ムツがはずれる前くらいの子が、着替え、オムツ替えできるスペース
のあるトイレがあるといいなと思う。

162
色々な情報をもっとわかりやすく（調べやすく）して
ほしい。

-

163

色々な特色のある地域のクラブが沢山有れば、お
母さん達が子どもをつれて参加できる集まりの幅
が広がると思います。子どもだけでなく父母が自分
に合う教育や子育てクラブを見つける事も地域で
子育てをしていく上で大切な事なのではないかと
思います。現状では通える場所が少ないねという
声が色々きこえてくるので、子育てする上で開かれ
た場が増えてくれたらと思います。

子育て支援センターに行きたくても車などがなく、来られないという話
を聞くので駅の裏（協力病院方面）や扇山方面にも１か所ずつつくっ
てほしいです。
児童館が乳幼児に開放されている場所も少ないので拡充してほしい
です。
小学校や中学校にも色々な特色を持たせ、子ども同士で沢山交流
の持てる環境づくりをしてほしいです。
狭い地域のため、いじめやトラブルの起きた時の逃げ場も少なく、子
どもたちの心のケアを重点的に行える施設をつくってほしいと思いま
した。

164

生後０ヵ月～とは言いませんが、時間でみてくれる
ような時間０円で少しの間でも預っていただける市
の施設があると、とても助かります。市で設けてい
ただければ安心なこと。また、自分の親（母方）が
近くにいないとなかなか主人の親に預けるのは心
苦しいと感じます。

例えばイオン等、大型の室内デパートがほしいです。そこへ行けば、
天気に関係なく買い物の全てが済むということ。子育てをする中で、
とても大事なことだと感じています。いちいち降雪の中、子どもを抱い
て、車の乗降をして用を足すのは体力的にも大変です。

165

冬でも遊べる室内型の施設があるとうれしい。土・
日の子どもの体力を余して冬の休日がつらい。
子どもの医療の無償化をもっと引きのばしてほし
い。

Ｐ４、問11に記入しました。このアンケートに答えたからといって現実
化するとは思いませんが。

166

子育て経験者からの助言、近所の年配者や先輩
保護者や父母、祖父母と子どもの話をすると、小さ
な不安がほとんどの場合なくなるので、その年代
の方を相談窓口に常駐させる。

-

167

共働きで近くに親せきもいなく緊急時にどちらかが
仕事を休まなければならない状況の時に、子ども
を短時間でもみてくれるサポートがあるとうれしい。
子どもが熱を出した時など病児保育があると助か
る。

-

168 -
「子どもの数が減っているので何でも拡充する」という考えはおかし
いと思う。また年齢の低い子の拡充が目立つが、富良野で仕事をし
たり勉強したりできる子への拡充を期待します。

169 - 遠方からの通学に利用できる通学バスがあるとありがたいです。
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170
休日にも遊べる室内遊具場などを整備してほし
い。

医療費の助成を年齢を上げるとか、子どもの室内遊び場をつくると
か、富良野市は子どもにお金を使ってくれないまちという印象。外か
ら来る人（観光客とか）にばかりなイメージ。（お金を使うところが）住
人にもっとお金を使ってほしい。ワクチンの無料化とか、保育所もこ
の規模のまちなのに待機児童がいるとかありえないと思う。受け皿
はもっと広くできるはずなのに。保育士さんにお金を払うのも子ども
たちのためなのに、安い賃金だからなり手がいない→待機増なので
は？

171 -
旭川のワクワクエッグのような、冬期でも広い室内で子どもが元気に
楽しく遊べる施設があれば良いと思います。

172 - 未就学児の室内の遊び場がなく困っている。

173
不安なことやわからないこと、疑問点など気軽に相
談でき、孤立しないようなサポートがあると良いと
思います。

-

174
子育て支援センターでは、先生も、お母さん方も、
話かけてくれたり、気にかけてくれる。そういう存在
がいるだけで、心がおちつく。

室内で子どもを遊ばせられる環境が不十分。
公園も遊具のレベルが高いものが多かったり、ビンやガラスの破片
が多く、安心して遊ばせられる所は限られている。
小学生の子どもたちは、ベビーカーや三輪車とすれ違うときに、自転
車から降りて押してすれ違ってくれるなど、思いやりのある行動に、
感心、感謝です。

175
教育の基盤、子育ての基盤は家庭であると考えて
いるので、特にないです。

医療費の無償化を望みます。小学校へ行っても病気はします。入院
にはならなくても、通院が多いです。菌の検査もお金がかかります。
中学前までは小人とみなし、無償となることを強く望みます。富良野
市は遅れていますよ。

176

気軽に相談にのってもらえる。
服やおもちゃのお下がりをもらえるかフリーマー
ケットで手に入れられる仕組み。フリーマーケットを
もっと開催してほしいです。
ベビーカーやベビーベッドなどそんなに長い期間
使わないような物をレンタルできるようになってい
れば便利かと思いました。

子どもの医療費無償化の年齢引き上げ。
経済的に厳しいので働きたいが、保育料が高すぎて預けられない悪
循環。手に職もないので働けたとしてもそんなに収入が得られない
ので保育料が高いのが厳しい。
月に１回など定期的に離乳食講座や相談会などが開催されていると
気軽に参加しやすいと思います（定期検診時以外に個人的に相談す
るというよりは行きやすいのかなと感じました）。
どさんこ子育てカードは助かっています。期間延長してほしいです。

177

車が１台しかない場合（父親が仕事で乗っていって
ない場合）、急に病院に行きたくなった場合にタク
シーなどを使うのは気が引けるので我慢していか
ない場合がある。そのつどタクシーは、お金がかか
るため、たとえば、タクシーの定期券みたいなのを
つくるとか（３ヵ月位とか）、購入するようにする。各
家庭に子育て世代にタクシー回数券を配布（助成
とか）。

子育て世代の賃貸アパートの家賃助成（富良野は家賃が高い）。
住宅を建てる時に助成金があるといい。
高齢者と（小さい）子どもなどふれあう場所などつくるとよい。孤立高
齢者などが集まってかぎっ子みたいな子どもとふれあう施設をつく
り、お互いに元気をもらったり昔の遊びとか道徳的な事を学べたりな
どできそう。
冬場の屋内遊具場などがあれば楽しい。

178 -

冬場や雨の日のための室内で遊べる楽しい遊び場をぜひ早くつくっ
てほしい。飲食などもできると良いと思います。
リーズナブルなベビーシッター制度があれば利用したい。24時間体
制だと良いなと思います。病児もみてくれたら嬉しいです。仕事や緊
急時など。

179 医療費無料をずっとやる（中学まで）。 医療費の無料化。
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180
保育所に通っている子ども達が室内で遊べる環境
が富良野に無く、いつも美瑛、旭川まで足をのばし
ている。

ひとり親の場合、世帯収入のみで児童扶養手当の増減の判断をさ
れると正直大変。パートの方がいいと思う事が多い。正職員の方が
働いている時間も多く、出張の場合、その分子どもを預けるのにお金
がかかったり……。1年を通してみると、子どもを預ける出費も多い。
収入と出費の割合で判断してほしい。

181
習いごとを希望する上で、ピアノやそろばんなどそ
れぞれ項目ごとに連絡先など教えてもらえるサ
ポートが欲しい。

産科医の増員希望。
美瑛の“ビエール”のような時間的制約のない遊び広場。
地域においては子ども会の充実。
街灯の設置（大沼地区、鳥沼地区）。
冬の積雪期間、スクールバスを走らせてほしい。それにより送り迎え
の負担が軽減される。

182
時間、日付関係なく子どもをあずけられる、サポー
トが必要。

-

183

今も通っていますが、子育て支援センターは、とて
もいいと思います。いろんな遊具でたくさん遊べる
し、たくさんのお友達と会います。先生もみなさん
良くしていただいてます。このまま、継続してくれた
らいいと思います。

-

184 - 冬期間の遊び場（室内）の充実を希望。

185 -

子育て支援センターを9:00～17:00で利用可能にしてほしい。職員の
方がいなくても親が付きそっているので、長い時間で毎日あけてくれ
る方が助かる。幼稚園入園前の子どもはどこも行く場所がなく、特に
冬は困る。毎日（平日、できれば土曜日も……）、自由な時間に行け
る場所をつくってほしい（お昼寝があるので、時間を決められると厳し
い）。

186
お金がかかる事なく、短時間預けられる場所のサ
ポートがあったらうれしい（広い場所、遊び場など
で）。特に長期間の休み（夏・冬休み）。

土日が休みではない仕事のため、託児所は利用できるが、昼寝しな
くなった子を預けるとなると、何となくお願いしづらく、休みをとってし
まうが、気にしなくても預けられる所があったらな、と思います。そし
て平日休み（夫）に、子どもたちとふれあえる日、家族の日がつくりや
すくなりたいな、と思います。仕事側としても人数不足だと大変なの
が目に見えているため、少しでも力になれたらな……とつくづく環境
は大切だな……と思います。

187
子どもが身体を動かして遊べる場所の提供。
買い物やご飯支度の時にみてもらえると助かる。

室内で遊べる施設をつくってください。飲食可なところ。保健センター
では狭い。ランチできるキッズルームがついている所が少ないからお
出かけしづらい。
新米ママ交流会だけでなく、第２子、第３子でも集まれるように声か
けしてほしい。

188

天候に関係なく遊べる施設かほしい。支援セン
ターは時間などか決まっているため行きたい日に
行けない事が多い。富良野は意外に子どもが多い
のに、公園なども遊具が古かったりサビもひどく進
んでいてこわい。←ケガをしないか。

子連れの転勤族も多いので、もっと部屋数の多いアパートを増やし
てほしい。実際今住んでいるアパートは子連れがいなくて、１階に住
んでいるのに２階の住人に子どもの声がうるさいと足音でドンドンと
態度を出される。そのため子どもには日中でも家の中では静かにし
てと言ってしまう。自分の家なのに、成長まっさかりなのに納得いか
ない環境です。

189

赤ちゃん（幼児期）の時のサポートしかなく、発達障
害等の情報など教えてもらえなかった。保育所は
妊娠時に上の子を預けられるのを知らず、流産し
かかったのでもっと早く教えてほしかった。他から
転入してきたら富良野の体制なんてわからないの
でもっと子育てに力を入れてほしい。

幼児期の子育て体制がまるでない。ある様に言っているがまるで役
に立たなかった。小学校に子供が入ってからの方が発達障害や子ど
もの育て方を相談できる人（先生や臨床心理士）がいっぱいいて安
心できた。事務的な子育て相談は役に立たない。もっと母親の心の
ケアをする様な仕組みをつくってもらいたい。
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190

自分が体調の悪い場合やどうしても子どもをつれ
て行けない用事がある時などに気軽に子どもを遊
ばせながら預けられるような場所があると万が一
の時でも安心して子育てしていけると思う。

働こうと思っても、保育所での児童受け入れ入数が少ないため、小さ
な子どもは預けにくい。一時保育も、急遽利用したくても、情報が少
なく利用しにくい。
室内で遊べる所が少なく、自宅で面倒をみている時に天候の悪い時
はなかなか遊びに行くことができず、支援センターも登録制の部分が
多いため、自由に行くことがなかなか難しい。

191 -
医療費の助成制度の充実を希望します。対象年齢の引き上げもしく
は子ども手当ての増額。

192 - 子ども達が遊べる場所がほしい。（全天候型）

193 利用できるサポート施設などの提示情報公開。 -

194 笑って見守ってもらえるのが１番。

妊婦検診の金額が旭川などと比べると少なかったので、もう少し上
がるといいなと思った。
子育て支援センターはいつも遊びに行っていて、とても通いやすくて
ありがたいです。
４ヶ月検診や１歳半検診の際の対応について、利用者の立場に立っ
た対応をしていただきたい。

195

曜日に関わらず、いつでも子育てに関する悩みを
聞いてくれる電話相談所があると良いと思います。
土・日・祝日は、相談できる人がいないので、大変
不安な時がありました。

医療費の無償化（せめて小学校まで）（できれば中学校まで）。スクー
ルバスの制度化と、それに伴う放課後の取り組み。

196 10ヵ月健診を実施してほしかった。

市のガン健診を受ける際、子どもを預ける先がなく連れて行ったので
すが、職員の方が健診を受けるとき預かってくれると思ったのに、預
かってくれず、その場にいた見知らぬ方（受診される方）に預けるよう
言われ、驚きました。１歳前後の子を知らない人に預けるるのは嫌で
すし、何のサポートもしてくれず富良野を嫌いになりました。夫が単
身赴任で、私自身富良野に来て２年あまり。預ける人がいない私の
ような人は健診を受けるべきではなかったのかと悲しくなりました。

197
冬場インドアで遊べる場所。いつでも２～３時間位
預けられる場所があったら助かります。

人口減になってきているので、若い人の流出をふせいだり、子育て
に力を入れてもらいたい。
未就学児は医療費無料ですが、中富良野は中学になるまで無料な
ので、子どもの多い家庭や、友人家族が中富良野に移ったり、予定
しています。近くの市町村と同じ様にしなければ、今後も、自然人口
減以上に人口が減り、将来の富良野が心配です。

198 -
アスレチックの充実した施設、雨が降っても遊べる施設が欲しかっ
た。

199

夫婦ともに働いており、遠方にしか家族がいない
中、職場内も小さい子がいる人達もほとんどいな
い。
病気や有事の時に相談できる様に相談体制がま
ずは欲しいです。日常の困り事（遊びに行く所がな
い等）は相談にのってくれる所もなく、また言っても
解決できないことばかりです。

保育園が１～３月に新規に人をとらないのは変です。生まれ月で扱
いに差はつけないでほしい。復帰の調整に手間がかかる。
他地域から来た時に困っても頼れる人がおらず、夫と何とかやりくり
して子育てしています。子育てへの負担感が強く、楽しむ余裕がな
く、思いどおりに動かない子どもに怒ることが多いです。公的なサ
ポートをしてほしい。
冬場や悪天候時に行く場所がありません。

200
見守り活動など、定期的に自宅を訪問するな
ど・・・。

-
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№
問11 子育てする上で周囲からどんなｻﾎﾟｰﾄがあれ

ばよいか
自由意見

201 -

子どもが３歳になり、夏は外遊びで体を動かせたが、冬は体を動か
すことがあまりできずにいます。マルシェの遊ぶ所も３歳にもなれば
物足りず……結局旭川などに行き、遊び、食事などでお金を使うとい
うことになります。新しい施設を建ててほしい訳ではなく、支援セン
ターを土日常に開放していただいたり、マルシェの遊ぶ所を広くして
いただけたり……もう少し子育てに優しい市にしてほしいです。
おむつ券やゴミ袋は大変助かっています。このままでは、土日富良
野以外でお金を使うことが増えてしまいそうです。

202
仕事をしている親が多いので、保育園の時間を長
くしてほしい。

子どもが成長するまで放課後生活できる場所を増やしてほしい。

203 特になし。

天候の悪い時期、外遊びができない時に、子どもの遊び場が無く
困っている。
親自身が雪のほとんど降らない地域で育ったため、小さい頃のそり
滑り程度なら良いが、子どもも成長し、遊びに付き合えなくなってきて
おり、困っている。

204
保育所や幼稚園を利用する上で送迎サービスが
あるとうれしい。

-

205

いつでも相談できる気軽さと安心感を感じることが
できれば、もし悩み事ができても困らずに済むと思
う。今は相談できる機関があり、信頼できる方もい
るので思い悩むことは少ない。

協会病院が市内にあり、出産に関する心配がなかったので子どもを
持つことに何の不安もありませんでしたが、他の市町村に住んでい
たら妊娠の段階で悩んだと思います。（富良野に住んでて良かっ
た。）
祖父母と同居していたので働きなから子育てすることにほとんど心配
がありませんでしたが、夫婦２人世帯なら悩んでいたと思います。そ
んな心配がつきまとう子育てなら少子化は進むと思います。

206 -
室内で遊ばせたり、交流できるような施設がまったくない。年寄りに
関して力を入れすぎて、子どもが育つ環境づくりに力を入れてないよ
うに感じる。

207

小児科へ行く必要のない、ちょっとした事を聞ける
ような窓口。あるいはネット上でのネットワーク。今
まで質問をされた内容と返答を差し支えない程度
で公開して、次代の方が子育ての時に参考にでき
るようなシステム。

子どもが思う存分遊べるような公園。

208
幼稚園が休みの土日に子どもが参加できるイベン
トなどが増えてほしい。または遊べる施設があった
らよい。

-
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